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　 １．機構改革（平成２９年４月１日付）
  

（１）精密小型モータ事業本部 ＧＭＳ事業部に「第１～第３開発統轄部」を新設し、
　　　各開発統轄部に「開発第１～第３部」を設置する。
　　　これに伴い、同開発統轄部傘下の「品質保証部」をＧＭＳ事業部直下へ移管する。
　　　同生産統轄部に「生産管理部」を新設する。
（２）精密小型モータ事業本部 新ビジネス推進部を廃止する。
（３）人事部の部内室として「女性活躍推進室」を新設する。

   ２．人事異動（平成２９年４月１日付）

   　　           （ 新 ） （ 旧 ）

    はやふね　 かずや

専務執行役員 早舩 一弥 専務執行役員

  記  

平成29年3月30日

　各　位

機構改革および役員等の異動に関するお知らせ

下記の通り、機構改革および人事異動についてお知らせ致します。

車載事業本部副本部長 車載事業本部副本部長 兼 生産統轄部長
 滋賀技術開発センター支援統轄部担当  滋賀技術開発センター支援統轄部担当

　　執行役員　 　　執行役員　
グループ中国圏営業統轄 グループ中国圏営業統轄
日電産(上海)国際貿易有限公司会長 日電産(上海)国際貿易有限公司会長
日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長 日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長
日本電産(香港)有限公司会長兼社長 日本電産(香港)有限公司会長
日電産貿易(深セン)有限公司会長 日電産貿易(深セン)有限公司会長
日電産貿易(北京)有限公司会長 日電産貿易(北京)有限公司会長
日本電産(新界)有限公司会長

財務部担当、財務部長 精密小型モータ事業本部ＣＦＯ 兼 
精密小型モータ事業本部ＣＦＯ 兼 経営管理統轄 兼
経営管理統轄 兼 新商品開発センター 管理統轄部長 兼
新商品開発センター 管理統轄部長 兼 ＳＰＭ事業部 管理統轄部長
ＳＰＭ事業部 管理統轄部長

コンプライアンス室・法務部担当
コンプライアンス委員会委員長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
ＧＭＳ事業部副事業部長　兼 ＧＭＳ事業部副事業部長
第３開発統轄部長　兼
開発第３部長

    むらかみ 　かずや

　　執行役員 村上　和也 　　執行役員

かわぐち　たかふみ

　　執行役員 川口　登史 　　執行役員

　　執行役員

　　専務執行役員 早舩　 弥 　専務執行役員

      か い   てるゆき

甲斐　照幸

     やすい　  たくお

　　執行役員 安井　琢人
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　　執行役員 　　執行役員
車載事業本部ＣＦＯ 兼 車載事業本部ＣＦＯ 兼 
管理統轄部長 兼 管理統轄部長 兼
事業企画部長 事業経理部長 兼 事業企画部長

コンプライアンス室・法務部担当
コンプライアンス委員会委員長

新事業開発本部　新事業開発統轄部
先行開発センター副センター長

滋賀技術開発センター所長　兼　 滋賀技術開発センター所長　兼　
滋賀技術開発センター支援統轄部長　兼　 滋賀技術開発センター支援統轄部長　兼　
精密小型モータ事業本部　 精密小型モータ事業本部　
ＧＭＳ事業部　第１開発統轄部長 ＧＭＳ事業部　開発統轄部長

車載事業本部　生産統轄部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
新商品開発センター　開発統轄部 新商品開発センター　開発統轄部
品質保証部長 品質保証部　部長

精密小型モータ事業本部 日本電産（東莞）有限公司副社長
ＧＭＳ事業部　生産統轄部 日本電産（韶関）有限公司副社長
生産管理部長
日本電産（韶関）有限公司副社長

精密小型モータ事業本部　 精密小型モータ事業本部
ＧＭＳ事業部　第３開発統轄部 ＧＭＳ事業部　開発統轄部
開発第２部長 開発第３部長

      で の　  たかお

出野　孝央

    しげもり　 かずや

重盛　和也

     みたに　 こういち

三谷　康一

辻　 真悟

おかざき　まさあき

岡崎　正明

やすなが　こういちろう

　　執行役員 安永　耕一郎

      わ だ　 ひろのり

和田　浩典

    みやもと 　えいじ

宮本　栄治

      つじ　  しんご

精密小型モータ事業本部　品質統轄　兼　 精密小型モータ事業本部　品質統轄　兼　
ＧＭＳ事業部 品質保証部長 新商品開発センター　開発統轄部　

品質保証部長　兼　
中央開発技術研究所副所長

車載事業本部　生産統轄部　
副統轄部長

　　 日電産（上海）国際貿易有限公司社長 日電産（上海）国際貿易有限公司副社長
日電産貿易（北京）有限公司社長 日電産貿易（北京）有限公司社長

車載事業本部　管理統轄部 車載事業本部　管理統轄部
事業経理部長 事業経理部　部長

精密小型モータ事業本部　 精密小型モータ事業本部　
ＧＭＳ事業部　第３開発統轄部 ＧＭＳ事業部　開発統轄部
開発第１部長 開発第２部　部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
ＧＭＳ事業部 第１開発統轄部 ＧＭＳ事業部 開発統轄部
開発第１部長 開発第１部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
ＧＭＳ事業部　第２開発統轄部長　兼 ＧＭＳ事業部　開発統轄部
同開発第１部長 副統轄部長　兼　同開発第２部長

精密小型モータ事業本部　 精密小型モータ事業本部
ＧＭＳ事業部　生産統轄部 新商品開発センター 開発統轄部
生産技術部長 生産技術第２部長

      くどう　 ひろし

工藤　博史

      あ べ　  かつお

阿部　克郎

すぎやま　ともつぐ

杉山  知嗣

     ちよまつ　 のぶみつ

千代松　伸光

     たつみ　 あきお

巽　 昭生

マクマレンチャン　ジョン

      おく　  よしと

奥　 義人

     にしやま　 ひろし

西山　 浩

        ま く ま れ ん ち ゃ ん　   じ ょ ん
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精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
新商品開発センター　開発統轄部 ＳＰＭ事業部　管理統轄部
業務部長 事業企画部長　兼

同新商品開発センター　管理統轄部
事業企画部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
ＧＭＳ事業部　第１開発統轄部 ＧＭＳ事業部　開発統轄部　部長
開発第３部長

精密小型モータ事業本部　 精密小型モータ事業本部　
ＧＭＳ事業部　第２開発統轄部 ＧＭＳ事業部　管理統轄部　
開発第３部長 事業企画部長

車載事業本部 車載事業本部
プロジェクト推進部長 プロジェクト推進部 管理第２グループ

部長

車載事業本部 車載事業本部
生産統轄部　生産技術部長 生産統轄部　生産技術部長代行

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
ＧＭＳ事業部　管理統轄部 新ビジネス推進部 マーケティンググループ
事業企画部長 部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
新商品開発センター　開発統轄部　 ＳＰＭ事業部 開発統轄部
部品技術部長 生産技術部 第１グループ 部長

精密小型モータ事業本部　 精密小型モータ事業本部　
新商品開発センター　開発統轄部　 新商品開発センター　開発統轄部　
生産技術第１部長 兼 生産技術第１部長

    もりた　  く み お

森田　久美男

山田　 治

     いとう 　はるひこ

伊藤　晴彦

     なかせ 　みつのぶ

中瀬　光信

おくむら　あきひろ

奥村　明洋

      は が　 ひでひろ

芳賀　英博

     かとう　 よしなり

加藤　義成

      やまだ　  おさむ

山崎　弘之
やまざき　ひろゆき

生産技術第１部長　兼 生産技術第１部長
同生産技術第２部長

人事部長　兼 人事部長
同女性活躍推進室長

生産技術センター副所長 兼 生産技術センター
同生産技術第３部長 生産技術第３部長

日電産(上海)国際貿易有限公司副会長 日電産(上海)国際貿易有限公司
日本電産(新界)有限公司社長 副会長兼社長
日本電産(香港)有限公司副社長 日本電産(新界)有限公司社長

日本電産(香港)有限公司副社長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
ＳＰＭ事業部　開発統轄部 ＳＰＭ事業部　開発統轄部
生産管理部長代行 生産管理部　第１グループ

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
ＧＭＳ事業部　第１開発統轄部 ＧＭＳ事業部　開発統轄部
開発第２部長代行 開発第１部　第２グループ

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
ＳＰＭ事業部　管理統轄部
事業企画部長代行　兼
同新商品開発センター　管理統轄部
事業企画部長代行

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
ＧＭＳ事業部　第２開発統轄部 ＧＭＳ事業部　開発統轄部
開発第２部長代行 開発第２部　第２グループ

　　以　　上

     おおつき　たかや

大槻　貴成

    おかやま　 よしき

岡山　佳樹

     さがら　 ひろあき

相良　弘明

松井　喜則

     ひらた  　ともこ

平田　智子

     あかつか　 あきら

赤塚 　明

    おおえ　 かいちろう

大江　嘉一郎

     まつい　 よしのり
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